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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第3四半期 10,560 △21.7 643 4.2 777 △16.2 619 30.1
21年3月期第3四半期 13,493 ― 617 ― 928 ― 476 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第3四半期 57.69 ―
21年3月期第3四半期 44.28 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第3四半期 29,009 25,699 88.6 2,391.68
21年3月期 28,749 25,284 87.9 2,358.54

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  25,694百万円 21年3月期  25,284百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 14.00 ― 14.00 28.00
22年3月期 ― 14.00 ―
22年3月期 

（予想） 14.00 28.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 15,000 △10.1 1,100 ― 1,300 ― 900 ― 83.78
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合
があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 11,072,000株 21年3月期  11,072,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  330,120株 21年3月期  351,820株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 10,725,286株 21年3月期第3四半期 10,742,090株
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 (1）経営成績の概況  

  当第３四半期連結累計期間（平成21年４月―平成21年12月）における我が国経済は、一昨年秋以降大きく落

ち込んだ景気の底打ちから持ち直してきてはいるものの、雇用状況や所得環境はいまだ厳しくデフレ基調で推

移し、実体経済の先行き不透明感は未だ続いています。 

 また、世界経済全体でも、中国では景気刺激策により早期回復は見られるものの、米国・欧州においては米

国でようやく回復の兆しが見えつつありますが依然景気低迷が続いています。 

  

  このような状況のもと、当グループの属する電子部品関連市況は、中国を始めとするアジアにおけるデジタ

ル機器を中心とした需要回復や、ハイブリッドカーなどの環境関連市場の伸びにより、セラミック部品事業の

売上は今期に入り月を追うごとに回復を見せてきています。その結果、売上高は当初予想を上回る10,560百万

円（前年同期比21.7％減）となりました。利益面においても、売り上げ増に加え昨年来実施しているグループ

拠点統廃合、経費の抑制や在庫削減による収益基盤再構築の効果により、当初予想を大幅に上回ることができ

ました。その結果、営業利益は643百万円（前年同期比4.2％増）となりました。経常利益は777百万円（前年

同期比16.2％減）、純利益は619百万円（前年同期比30.1％増）となりました。 

  

 （2）セグメント別の概況(連結） 

セラミック部品事業 

 売上高は前年同期比24.0％減の9,672百万円、営業利益は同6.1％減の1,057百万円となりました。          

  売上は底を脱し当期期首から回復基調になってきており、月を追うごとに増加傾向が見られました。また営

業利益においても、前期の大幅な減産体制から、受注の回復に合わせた増産体制へ切り替えたことによる経費

の圧迫が期首において多少利益に影響しましたが、当期第３四半期に至りましては、この影響も完全に吸収で

き好調に増益となりました。 

  

回路部品部門 

 回路部品部門の売上高は、前年同期比18.7％減の4,078百万円になりました。当期第３四半期は当期第２

四半期に比較して売上高7.9％増となっており、主に中国を始めとするアジアからの受注回復と、国内のハ

イブリッドカー向けパワーモジュール用基板が好調に推移したことによるものです。 

機構部品部門 

  機構部品部門の売上高は、前年同期比38.8％減の1,924百万円になりました。しかしながら、半導体市場も

ＬＥＤ用半導体の需要拡大やパソコン用メモリ半導体が回復し始め、それに伴い半導体装置市場もようやく

上向いてきたことで、当部門主力の石英ガラス製品は引き続き回復基調にあります。 

高周波部品部門 

 高周波部品部門の売上高は、前年同期比7.5％減の1,408百万円になりました。中国での３Ｇ携帯電話市場

の需要が当期第３四半期に引き続き堅調でありました。  

ＥＭＣ対策部品部門 

 ＥＭＣ対策部品部門の売上高は、前年同期比25.8％減の2,262百万円になりました。中国、韓国を始めと

するアジアにおけるデジタル機器の需要回復から受注が徐々に回復してきており、当期第３四半期は当期第

２四半期と比較して11.3％増となりました。  

  

照明機器事業 

 照明機器事業の売上高は、前年同期比16.4％増の887百万円、営業損失は前年同期比で94百万円改善し、 

33百万円になりました。ＬＥＤ照明機器は公共関係を中心に引き合い・受注ともに昨年と比較し増加傾向に

あり、引き続きＬＥＤ照明新商品開発と拡販に注力しています。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報
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セグメント別の概要                            （百万円）  

  

  

セラミック部品事業 部門別の概要                        （百万円） 

  
前期 当期 

平成21年３月期第３四半期 平成22年３月期第３四半期 

セラミック部品事業     

  売上高  12,730  9,672

  営業利益又は営業損失（△）  1,125  1,057

照明機器事業     

  売上高  763  887

  営業利益又は営業損失（△）  △127  △33

合計     

  売上高  13,493  10,560

  営業利益又は営業損失（△）  998  1,024

消去又は全社     

  売上高  －  －

  営業利益又は営業損失（△）  △381  △381

連結     

  売上高  13,493  10,560

  営業利益又は営業損失（△）  617  643

  

前期 

（21年３月期）  

   

当期 

     （22年３月期） 

  

１Ｑ   ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ  ２Ｑ  ３Ｑ  

回路部品 1,868 1,907 1,239 813 1,201 1,384 1,493

機構部品 1,164 1,116 865 473 471 753 700

高周波部品 487 529 506 355 405 506 497

ＥＭＣ対策部品 1,087 1,254 708 545 671 753 838

合計 4,606 4,806 3,318 2,186 2,748 3,396 3,528
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 当第３四半期末における連結の総資産は29,009百万円となり、前連結会計年度末と比較して0.9％増加しま

した。主に流動資産の増加によるもので、たな卸資産の圧縮による要因もありましたが、現金及び預金が同

899百万円増加したことによるものです。 

 負債は3,310百万円となり、前連結会計年度末と比較して4.5％減少しました。これは主に支払手形及び買掛

金が同109百万円減少したことによるものです。以上により、純資産は25,699百万円となりました。この結

果、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して0.7％増の88.6％となっています。  

   

 営業活動から得たキャッシュは1,900百万円となり、前年同期比338百万円の減少となりました。キャッシュ

減少の主な要因は景気回復による売上債権の増減額1,588百万円の増加によるものです。 

 投資活動に使用したキャッシュは817百万円となり、前年同期比945百万円の減少となりました。この主な要

因は設備投資抑制における有形固定資産の取得による支出の減少550百万円などによるものです。  

 財務活動に使用したキャッシュは243百万円となり、前年同期比119百万円の減少となりました。   

  

  平成22年３月期通期連結業績予想につきまして、当第３四半期連結累計期間（９ヶ月）の実績ならびに今

後の見通しを踏まえ、平成22年1月26日に修正いたしました。2008年末からの需要の落ち込みは底を打ち、今

期に入り需要は順調に持ち直してきており、売上高はこれまでの予想を上回る見込みであります。これに加え

収益体質改善の効果等により、営業利益、経常利益、当期純利益につきましてもこれまでのそれぞれの予想を

大きく上回る見込みであります。 

   

 該当事項はありません。  

   

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 一部の国内連結子会社において、当第３四半期連結会計期間末の一般債権の貸倒実績率等が前連結会計年

度末に算定したものと著しい変動がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸

倒見積高を算定しております。 

２．たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実

地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

３．固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算

定しております。 

４．経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっています。 

５．法人税等ならびに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に、経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測等を利

用する方法によっております。 

 重要性が乏しい連結子会社については、税金費用の計算にあたり、税引前四半期純利益に、前連結会計年

度の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて計算する方法によっております。  

   

 該当事項はありません。 

   

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,403,730 7,504,853

受取手形及び売掛金 4,654,913 4,303,500

商品及び製品 972,578 1,104,704

仕掛品 787,916 746,378

原材料及び貯蔵品 951,555 1,217,491

その他 285,302 421,731

貸倒引当金 △9,762 △7,988

流動資産合計 16,046,231 15,290,669

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,464,021 7,369,973

減価償却累計額 △3,807,090 △3,574,195

建物及び構築物（純額） 3,656,931 3,795,778

機械装置及び運搬具 12,006,625 11,944,458

減価償却累計額 △8,531,424 △7,994,801

機械装置及び運搬具（純額） 3,475,202 3,949,657

土地 3,165,575 3,160,439

建設仮勘定 706,614 443,258

その他 2,770,301 2,826,350

減価償却累計額 △2,487,802 △2,466,708

その他（純額） 282,500 359,643

有形固定資産合計 11,286,821 11,708,775

無形固定資産 194,553 185,657

投資その他の資産 1,481,530 1,564,004

固定資産合計 12,962,904 13,458,436

資産合計 29,009,135 28,749,105
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,242,363 1,351,589

短期借入金 4,684 4,684

未払法人税等 136,611 30,480

賞与引当金 158,099 241,244

役員賞与引当金 4,688 3,750

その他 1,208,859 1,179,250

流動負債合計 2,755,303 2,810,997

固定負債   

長期借入金 121,884 125,397

負ののれん 14,465 57,861

その他 418,195 470,869

固定負債合計 554,544 654,127

負債合計 3,309,847 3,465,124

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,709,850 6,709,850

資本剰余金 9,746,778 9,746,778

利益剰余金 11,565,761 11,252,053

自己株式 △695,691 △741,515

自己株式申込証拠金 3,312 －

株主資本合計 27,330,010 26,967,167

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △162,603 △200,860

為替換算調整勘定 △1,472,966 △1,482,326

評価・換算差額等合計 △1,635,569 △1,683,186

新株予約権 4,721 －

少数株主持分 125 －

純資産合計 25,699,288 25,283,981

負債純資産合計 29,009,135 28,749,105
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 13,492,705 10,559,704

売上原価 10,264,346 7,659,465

売上総利益 3,228,360 2,900,239

販売費及び一般管理費 2,611,594 2,257,590

営業利益 616,766 642,649

営業外収益   

受取利息 43,429 37,571

受取賃貸料 85,562 86,082

有価証券運用益 － 1,112

為替差益 122,241 －

負ののれん償却額 62,196 43,396

その他 60,894 46,313

営業外収益合計 374,321 214,473

営業外費用   

支払利息 2,535 1,552

為替差損 － 18,768

投資不動産賃貸費用 44,667 47,913

その他 16,035 11,622

営業外費用合計 63,238 79,855

経常利益 927,849 777,268

特別利益   

固定資産売却益 56,080 3,033

投資有価証券売却益 － 44,848

貸倒引当金戻入額 － 4,099

特別利益合計 56,080 51,980

特別損失   

固定資産除売却損 53,394 46,376

投資有価証券評価損 5,375 －

たな卸資産評価損 28,483 －

早期割増退職金 23,148 16,176

投資有価証券売却損 － 22,128

災害による損失 10,552 －

特別損失合計 120,952 84,680

税金等調整前四半期純利益 862,977 744,568

法人税、住民税及び事業税 168,584 170,765

法人税等調整額 218,756 △45,065

法人税等合計 387,340 125,700

少数株主利益又は少数株主損失（△） △22 119

四半期純利益 475,659 618,749
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 862,977 744,568

減価償却費 1,469,257 1,211,219

負ののれん償却額 △62,196 △43,396

貸倒引当金の増減額（△は減少） 36,541 △5,599

有価証券運用損益（△は益） － △1,112

投資有価証券売却損益（△は益） 3,006 △22,720

固定資産除売却損益（△は益） △2,686 43,342

受取利息及び受取配当金 △49,999 △44,512

為替差損益（△は益） 110,538 5,883

売上債権の増減額（△は増加） 1,241,621 △346,710

たな卸資産の増減額（△は増加） △312,868 354,575

仕入債務の増減額（△は減少） △450,623 △115,759

その他 △466,131 137,873

小計 2,379,437 1,917,654

利息及び配当金の受取額 52,137 48,003

利息の支払額 △1,838 △1,552

法人税等の支払額 △191,840 △64,532

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,237,896 1,899,573

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △347,249 △55,458

定期預金の払戻による収入 19,845 －

有形固定資産の取得による支出 △1,545,169 △994,790

有形固定資産の売却による収入 295,939 81,455

有価証券の売却による収入 － 1,112

投資有価証券の取得による支出 △164,342 △225,734

投資有価証券の売却による収入 21,351 379,072

子会社株式の取得による支出 △10,000 －

無形固定資産の取得による支出 △6,370 △19,693

その他 △26,097 16,902

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,762,093 △817,133

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △3,513 △3,513

自己株式の売却による収入 － 41,323

自己株式申込証拠金収入 － 3,312

自己株式の取得による支出 △102,160 △328

配当金の支払額 △255,762 △283,429

財務活動によるキャッシュ・フロー △361,435 △242,635

現金及び現金同等物に係る換算差額 △409,012 △2,561

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △294,643 837,244

現金及び現金同等物の期首残高 6,145,837 7,062,226

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 9,869 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,861,063 7,899,469
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

項目 
セラミック部
品事業(千円) 

照明機器事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  3,317,873  333,382  3,651,256  －  3,651,256

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高 
 8,796  －  8,796  (8,796)  －

計  3,326,669  333,382  3,660,052  (8,796)  3,651,256

営業利益又は営業損失（△）  234,137  △17,859  216,278  (132,730)  83,548

項目 
セラミック部
品事業(千円) 

照明機器事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  3,528,263  424,281  3,952,544  －  3,952,544

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高 
 16,150  2,606  18,756  (18,756)  －

計  3,544,414  426,887  3,971,300  (18,756)  3,952,544

営業利益  554,432  20,089  574,522  (131,328)  443,194

項目 
セラミック部
品事業(千円) 

照明機器事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  12,730,169  762,536  13,492,705  －  13,492,705

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高 
 20,466  －  20,466  (20,466)  －

計  12,750,636  762,536  13,513,172  (20,466)  13,492,705

営業利益又は営業損失（△）  1,124,780  △126,983  997,796  (381,031)  616,766

項目 
セラミック部
品事業(千円) 

照明機器事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  9,672,321  887,384  10,559,704  －  10,559,704

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高 
 33,440  4,584  38,024  (38,024)  －

計  9,705,761  891,967  10,597,728  (38,024)  10,559,704

営業利益又は営業損失（△）  1,056,576  △32,749  1,023,827  (381,178)  642,649
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 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．会計処理の方法の変更 

前第３四半期連結累計期間  

 （たな卸資産の評価に関する会計基準） 

 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．(1)に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）

を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の

営業利益がセラミック部品事業で 千円減少しております。 

４．追加情報 

前第３四半期連結累計期間 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社の機械装置については、従来、耐用年数を５～12年としておりましたが、平成20年度の法人税法の

改正を契機に見直しを行い、第１四半期連結会計期間より２～９年に変更しました。これにより、当第３

四半期連結累計期間の営業利益がセラミック部品事業で 千円減少し、営業損失が照明機器事業で

千円増加しております。 

  

事業区分 主要製品 

セラミック部品事業 

回路部品（チップ抵抗器用セラミック基板等）、機構部品（石英ガラス製品

等）、高周波部品（BPF等）及びEMC対策部品（積層セラミックコンデンサ

等） 

照明機器事業 照明機器、情報表示装置等 

13,036

40,437

311
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前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

〔所在地別セグメント情報〕

項目 
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

欧米 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  2,982,894  369,971  298,391  3,651,256  －  3,651,256

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
 280,696  266,535  178  547,409 (547,409)  －

計  3,263,590  636,506  298,569  4,198,665 (547,409)  3,651,256

営業利益  91,738  58,931  15,658  166,327 (82,779)  83,548

項目 
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

欧米 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  3,333,188  500,944  118,412  3,952,544  －  3,952,544

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
 124,353  355,144  11,978  491,475 (491,475)  －

計  3,457,540  856,088  130,390  4,444,019 (491,475)  3,952,544

営業利益又は営業損失（△）  500,985  73,435  △325  574,095 (130,901)  443,194

項目 
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

欧米 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  10,178,876  2,300,330  1,013,500  13,492,705  －  13,492,705

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
 897,541  1,119,767  1,360  2,018,668 (2,018,668)  －

計  11,076,417  3,420,097  1,014,859  15,511,374 (2,018,668)  13,492,705

営業利益  628,589  322,950  51,386  1,002,924 (386,158)  616,766

項目 
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

欧米 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  8,657,710  1,601,839  300,156  10,559,704  －  10,559,704

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
 348,164  794,663  34,788  1,177,615 (1,177,615)  －

計  9,005,874  2,396,502  334,943  11,737,320 (1,177,615)  10,559,704

営業利益又は営業損失（△）  957,315  91,187  △9,402  1,039,100 (396,451)  642,649
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 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 前第３四半期連結累計期間 

アジア……マレーシア、台湾、韓国、中国 

欧米………イギリス、アメリカ 

 当第３四半期連結累計期間  

アジア……マレーシア、台湾、韓国、中国、インド 

欧米………イギリス、アメリカ 

３．会計処理の方法の変更 

 前第３四半期連結累計期間 

 （たな卸資産の評価に関する会計基準） 

 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．(1)に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）

を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の

営業利益が日本で 千円減少しております。 

４．追加情報 

 前第３四半期連結累計期間 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社の機械装置については、従来、耐用年数を５～12年としておりましたが、平成20年度の法人税法の

改正を契機に見直しを行い、第１四半期連結会計期間より２～９年に変更しました。これにより、当第３

四半期連結累計期間の営業利益が日本で 千円減少しております。 

  

13,036

40,748
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前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

アジア……マレーシア、台湾、韓国、中国 

欧州………ドイツ、イギリス 

その他……アメリカ 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  アジア 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  891,683  54,660  263,345  1,209,688

Ⅱ 連結売上高（千円）        3,651,256

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 24.4  1.5  7.2  33.1

  アジア 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,371,069  165,263  126,899  1,663,230

Ⅱ 連結売上高（千円）        3,952,544

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 34.7  4.2  3.2  42.1

  アジア 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,773,548  486,396  560,055  5,819,999

Ⅱ 連結売上高（千円）        13,492,705

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 35.4  3.6  4.1  43.1

  アジア 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,530,566  527,463  429,790  4,487,819

Ⅱ 連結売上高（千円）        10,559,704

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 33.4  5.0  4.1  42.5

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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